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会議次第 

 あいさつ 

 議題 

１ 令和２年度事業について 

（１）体育事業     

（２）文化事業     

（３）青少年事業 

（４）広報事業 

（５）健康づくり事業 

（６）学級 

（７）家庭教育事業・自主企画事業・その他の事業 

（８）利用者懇談会 

２ 令和２年度の諸課題等について 

（１） 公民館長推薦について 

３ その他 

（１）スポーツ推薦委員の委嘱替えについて 

（２）公民館のつどいについて 

（３）令和３年度の事業の見込み 

 

 



協  議  経  過 

主な内容は次のとおり。（○は委員の発言、●は専門部長、事務局等の発言） 

【あいさつ】 

・会長（公民館長）あいさつ 

【議題】 

安藤議長の司会･進行により進められた。 

主な内容は次のとおり 

１ 令和２年度事業について 

各部長及び事務局から事業の説明をした。 

（１）体育事業については、大森体育部長欠席のため、事務局が説明した。 

《主な意見等》 

●新型コロナウイルス感染症の感染リスクを、部会で検討した結果、今年度の事業

はすべて中止となった。 

（２）文化事業については、新井文化部長が説明した。 

《主な意見等》 

 ●１１月２９日に実施した「こけ玉づくり」は、感染対策を講じて実施した。 

又、来年１月の新春落語のつどいは、３月に日程を変更して実施する予定である。

（３）青少年事業については、西村青少年部長が説明した。 

《主な意見等》 

●１２月１３日に「きれいな文字で年賀状を書こう」を実施予定である。また、来

年２月には「親子木工教室」を実施予定であるが、今後の新型コロナウイルス感染

症の状況次第であり、 終判断は来月に行う予定である。 

（４）広報事業については、公民館報は事務局が、ホームページについては村田広報

部長が説明した。 

《主な意見等》 

 ●ホームページについては、小山今昔物語で相模原スポーツ・レクリエーションパ

ークの内覧会の様子等やミニウォークで見学した宮下地区の石造物等を紹介し 

た。 

（５）健康づくり事業については、担当委員が説明した。 

《主な意見等》 

 〇１１月２６日にミニウォークを実施し宮下地区の石造物探訪を行った。 

  今後も、資料のとおりの事業を行う予定である。 

（６）学級については、事務局が説明した。 

《主な意見等》  

 ●女性学級は、新型コロナウイルス感染症の感染対策を講じ三密回避を行い、実施

している。 

（７）家庭教育事業・自主企画事業・その他の事業については、事務局が説明した。



《主な意見等》 

 〇子育て応援事業は中止になったようだが、何か企画はあったのだろうか。 

 ●例年は９～１１月に事業を行っているが、今年度は新型コロナウイルス感染症 

  拡大に伴い緊急事態宣言もあり、準備委員を決めることができずに企画する 

ことができなかった。 

 ●自主企画事業は、平成３０年度は「歴史講座」の企画もあった。 

（８）利用者懇談会については、利用者懇談会の担当委員が説明した。 

《主な意見等》 

〇公民館まつりは、実行委員会で新型コロナウイルス感染症の感染リスクを検討し

た結果、今年度は中止となった。 

 

２ 令和２年度の諸課題について 

（１） 公民館長の推薦について 

事務局より、全３回の推薦委員会の経過を説明した。 

 ●推薦委員会委員長より、候補者と交渉し本人の了承を得られた旨の具体的な経過

の説明があった。 

《主な意見等》 

 特になし。 

満場一致で、推薦委員会の意見のとおり星清次氏を次期館長候補に決定した。 

 

３ その他 

（ 1 ）スポーツ推進委員の委嘱替えについて 

事務局より説明した。 

 《主な意見等》 

  なし。 

（ ２ ）公民館のつどいについて 

事務局より説明した。 

 《主な意見等》 

  なし。 

（ ３ ）令和３年度の事業の見込 

事務局より、来年度は事業規模縮小の可能性が高い旨を説明した。 

 《主な意見等》 

  なし。 

（ ４ ）その他の意見等 

〇１１月に一部オープンした相模原スポーツ・レクリエーションパークについて、

野球場、サッカー場は令和６年にオープンする予定だが、近隣の相模補給廠一部

返還地についての使用についても、地元地域の意見等を区民会議へ伝えていきた



い。 

 〇すすきの向陽地区の広場で、子供の作品を取り上げている。 

 〇向陽小学校６年生の作品を、教育委員会の了承を得て飾っている 

 〇地域の子供見守り隊の活動が高齢化を迎えているので、委員の皆さんにも協力願

いたい。 

〇相模原駅前周辺が夜間、飲酒した人等の大声等の苦情がある。 

〇相模原市にも報告して、対応等を相談している。 

〇市政功労表彰で、小山公民館区の方がいるようだがどなただろうか。 

●スポーツ推進委員からは森下春夫氏と佐藤薫氏が表彰された。 

○今後の公民館事業について、子供たちが集まりやすい事業を考えていきたいの 

で、企画等の希望があったら教えてほしい。 

○新型コロナウイルス感染症の感染防止のためにも、屋外の事業を進めていきた 

い。 

 ○先日、小山ふれあい広場の清掃で、小山中学校の生徒が手伝ってくれてとても感

謝している。 

●来年度は、七夕やクリスマス等の季節と取り入れた企画を行いたいと考えてい 

る。 

 ○相模原市は交通事故が多く、神奈川県でも４番目であり、９年間強化地域に指定

されている。自転車の事故や高齢者の事故が多い。 

 ○交通安全の標語等から子供の目は大事だと思う。 

 

 後に、事務局より本日の議事録は後日運営協議会会長の承認を頂いた上で、相模

原市のホームページにも掲載する旨を伝えた。 

 

 

以 上 



令和２年度第２回小山公民館運営協議会出欠席名簿 

№ 氏  名 所  属  等 役 員 出欠席

１ 永冨 多美子 小山公民館 会 長 出席 

２ 中里 雅子 向陽小学校  出席 

３ 山﨑 真理 小山中学校  出席 

４ 安藤 孝洋 小山地区自治会連合会 議 長 出席 

５ 江口 基明 小山地区自治会連合会（すすきの向陽自治会）  出席 

６ 菊池 敏文 小山地区自治会連合会（丸山自治会）  出席 

７ 渡 静夫 小山地区自治会連合会（すすきの自治会）  出席 

８ 長谷川澄男 小山地区社会福祉協議会 副議長 出席 

９ 増田 國男 小山地区民生委員児童委員協議会  欠席 

10 桑原 健一 小山地区老人クラブ連合会 監 事 出席 

11  坂内 ツナ子 小山地区子ども会育成連絡協議会  欠席 

12 亀田 浩代 向陽小学校ＰＴＡ  出席 

13 神谷 昌義 小山中学校ＰＴＡ  欠席 

14 鈴木 光夫 青少年指導員  欠席 

15 岩井 章 スポーツ推進委員  出席 

16 平松 みゑ子 小山地区健康づくり普及員  出席 

17 中田 寿章 向陽こどもセンター  出席 

18 安西 陽子 利用者懇談会 会 計 出席 

19 小宮 里美 利用者懇談会  出席 

20 加藤 秀子 小山地区青少年健全育成協議会  出席 

21 渡邉 史明 交通安全協会小山支部  出席 

22 山崎 順二 学識経験者  出席 

23 星 清次 学識経験者  出席 

24 宍戸 佳子 公募  出席 

 


